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過労死・過労自殺の救済Ｑ

＆Ａ

大阪過労死問題連

絡会
東京：民事法研究会 2011年7月 364.5 ｶ

過労死・過労自殺１１０番
大阪過労死問題連

絡会
東京：民事法研究会 2000年5月 364.5 ｶ

過労死・過労自殺１１０番
大阪過労死問題連

絡会
東京：民事法研究会 2003年3月 364.5 ｶ

過労死・過労自殺労災認定

マニュアル
川人　博 東京：旬報社 2012年5月 364.5 ｶ

過労死の労災申請
諏訪　裕美子／共

著
東京：自由国民社 2008年2月 364.5 ｽ

よくわかる労災保険・安全

衛生
新　弘江／監修 東京：労働調査会 2008年7月 364.5 ﾖ

ブラック職場 笹山　尚人 東京：光文社 2017年11月 366.02 ｻ

１５歳からの労働組合入門 東海林　智 東京：毎日新聞社 2013年11月 366.02 ﾄ

「名ばかり店長」「名ばか

り労組」じゃたまらない

過労死をなくそ

う！龍基金
東京：同時代社 2008年10月 366.02 ﾅ

「優良企業」でなぜ過労

死・過労自殺が？
野村　正實 京都：ミネルヴァ書房 2018年8月 366.02 ﾉ

「日本的労使関係」と過労

死
牧野　富夫 東京：学習の友社 1991年8月 366.02 ﾏ

人を“資源”と呼んでいいの

か
吉田　敏浩 東京：現代書館 2010年4月 366.04 ﾖ

ナゼ日本人ハ死ヌホド働ク

ノデスカ？
ダグラス・ラミス 東京：岩波書店 1991年6月 366.04 ﾗ

成果主義時代のワークルー

ル
道幸　哲也 東京：旬報社 2005年6月 366.14 ﾄ

労働基準法がよくわかる本

’１７～’１８年版
下山　智恵子 東京：成美堂出版 2017年9月

366.15 ｼ

17

　当館で所蔵する「働き方」に関する蔵書の一部を紹介します。なお，資料の現在の状態は，

旭川市図書館ホームページの「資料検索・予約」より確認願います。

令和2年7月30日

旭川市中央図書館

「働き方を考える」本　

　毎年１１月は「過労死等防止啓発月間」です。近年，働き方が多様化し，それに伴う様々な

労働問題が生まれ，大きな社会問題となっております。



雇用融解 風間　直樹 東京：東洋経済新報社 2007年5月 366.21 ｶ

エンドレス・ワーカーズ 小倉　一哉
東京：日本経済新聞出

版社
2007年11月 366.32 ｵ

ルポ過労社会 中澤　誠 東京：筑摩書房 2015年8月 366.32 ﾅ

働きすぎの時代 森岡　孝二 東京：岩波書店 2005年8月 366.32 ﾓ

変形労働・長時間・深夜労

働

労働総研労働時間

問題研究部会
東京：学習の友社 1998年3月 366.32ﾍ

健康・安全・衛生と補償・

賠償
外井　浩志 東京：中央経済社 2001年12月 366.34 ﾄ

労働契約Ｑ＆Ａ
東京南部法律事務

所
東京：日本評論社 1999年2月 366.51 ﾛ

仕事と生活が壊れていく 『経済』編集部 東京：新日本出版社 2004年6月 366.7 ｼ

ルポトヨタ・キヤノン“非

正規切り”
岡　清彦 東京：新日本出版社 2009年3月 366.8 ｵ

過労死・過労自殺の心理と

職場
大野　正和 東京：青弓社 2003年3月 366.94 ｵ

過労死サバイバル 上畑　鉄之丞 東京：中央法規出版 2007年12月 366.99 ｳ

過労死の研究 上畑　鉄之丞
東京：日本プランニン

グセンター
1993年8月 366.99 ｳ

職場に人間性の回復を 牛久保　秀樹 東京：生活ジャーナル 1992年1月 366.99 ｳ

過労死と労災補償 岡村　親宜 東京：労働旬報社 1990年5月 366.99 ｵ

未和 尾崎　孝史 東京：岩波書店 2019年5月 366.99 ｵ

過重労働による健康障害を

防止するために

厚生労働省労働基

準局監督課／監修
東京：労働調査会 2002年6月 366.99 ｶ

過労自殺 川人　博 東京：岩波書店 2014年7月 366.99 ｶ

過労自殺と企業の責任 川人　博 東京：旬報社 2006年8月 366.99 ｶ

過労死
過労死弁護団全国

連絡会議
東京：双葉社 1989年6月 366.99 ｶ

過労死
過労死弁護団全国

連絡会議
東京：窓社 1991年6月 366.99 ｶ

過労死・過労自殺大国ニッ

ポン
川人　博 旭川：編書房 2010年6月 366.99 ｶ

ＫＡＲＯＳＨＩ〈過労死〉
過労死弁護団全国

連絡会議
東京：窓社 1991年10月 366.99 ｶ

過労死社会と日本 川人　博 〔東京〕：花伝社 1992年6月 366.99 ｶ

過労死と企業の責任 川人　博 東京：労働旬報社 1990年11月 366.99 ｶ



過労死とのたたかい
稲木　健志〔ほ

か〕
東京：新日本出版社 1989年12月 366.99 ｶ

過労死のない社会を 森岡　孝二 東京：岩波書店 2012年12月 366.99 ｶ

過労死１１０番 森岡　孝二 東京：岩波書店 2019年10月 366.99 ｶ

過労死落語を知ってますか 桂　福車 東京：新日本出版社 2018年11月 366.99 ｶ

電通事件 北　健一 東京：旬報社 2017年2月 366.99 ｷ

激増する過労自殺
ストレス疾患労災

研究会
東京：皓星社 2000年9月 366.99 ｹ

仕事が終わらない
しんぶん赤旗国民

運動部
東京：新日本出版社 2003年9月 366.99 ｼ

「過労死」と妻たち 中生加　康夫 名古屋：風媒社 1989年4月 366.99 ﾅ

検証ワタミ過労自殺 中澤　誠 東京：岩波書店 2014年9月 366.99 ﾅ

日本は幸福（しあわせ）か
全国過労死を考え

る家族の会
東京：教育史料出版会 1991年11月 366.99 ﾆ

ソフト技術者はなぜ倒れた

か
禰津　加奈子 東京：にっかん書房 1990年8月 366.99 ﾈ

過労死 牧内　昇平 東京：ポプラ社 2019年3月 366.99 ﾏ

大林先生はなぜ死んだか 村田　有 東京：高文研 1993年12月 366.99 ﾑ

死ぬほど大切な仕事ってな

んですか

全国過労死を考え

る家族の会
東京：教育史料出版会 1997年11月 366.99ｼ

ドキュメント「自殺過労

死」裁判
藤本　正 東京：ダイヤモンド社 1996年10月 366.99ﾌ

オトコが「男らしさ」を棄

てるとき
豊田　正義 東京：飛鳥新社 1997年6月 367.04ﾄ

男性学入門 伊藤　公雄 東京：作品社 1996年8月 367ｲ

「豊かな日本」の病理
種村　完司／〔ほ

か〕著
東京：青木書店 1991年8月 368 ﾕ

学校過労死 三池　輝久 東京：診断と治療社 1994年4月 371.4 ﾐ

いま、先生は
朝日新聞教育チー

ム
東京：岩波書店 2011年10月 372.1 ｲ

「過労死」が頭をよぎった

ら読む本
昇　幹夫 東京：河出書房新社 2000年3月 498.3 ﾉ

過労死・突然死はこう防ぐ 安岡　博之 東京：日本実業出版社 1992年10月 498.3 ﾔ

過労死を防ぐ栄養学 小柳　達男 東京：講談社 1994年5月 498.58 ｺ

会社や仕事につぶされない

働き方・休み方
茅嶋　康太郎 東京：すばる舎 2018年1月 498.8 ｶ



過労死への挑戦
田尻　俊一郎〔ほ

か〕
東京：労働経済社 1991年12月 498.8 ｶ

「死ぬくらいなら会社辞め

れば」ができない理由（ワ

ケ）

汐街　コナ 東京：あさ出版 2017年4月 498.8 ｼ

あなたと家族のための過労

死しない、させない本
広瀬　俊雄

東京：農山漁村文化協

会
1992年2月 498.8 ﾋ

疲労を測る 近藤　暹 東京：杏林書院 2007年3月 498.84 ｺ

過労死 上畑　鉄之丞 東京：労働経済社 1982年6月 498.89 ｶ

肩書だけの管理職 安田　浩一 東京：旬報社 2007年12月 673.8 ﾔ

民営化という名の労働破壊 藤田　和恵 東京：大月書店 2006年9月 693 ﾌ

過労死に勝つ 大槻　一博者 東京：ファンハウス 1991年10月 781 ｵ

さよならも言わないで 八木　光恵 東京：双葉社 1991年11月 916 ﾔ

さよならも言わないで　続 八木　光恵 東京：双葉社 1997年4月 916ﾔ2

過労死は何を告発している

か
森岡　孝二 東京：岩波書店 2013年8月

B 366.32

ﾓ

過労死！
過労死弁護団全国

連絡会議
東京：講談社 1992年4月

B 366.99

ｶ

過労死と企業の責任 川人　博 東京：社会思想社 1996年1月
B 366.99

ｶ

人権を考える本　５ 東京：岩崎書店 2001年4月
K 316 ｼ

5

小学校では学べない一生役

立つお金の勉強
齋藤　孝

東京：ＫＡＤＯＫＡＷ

Ａ
2019年2月 K 337 ｻ

これを知らずに働けます

か？
竹信　三恵子 東京：筑摩書房 2017年7月 KG 366 ﾀ

六法全書　平成２７年版１ 井上　正仁集代表 東京：有斐閣 2015年3月
R 320.91

ﾛ 15-1


